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当研究室では，工学とバイオの新たな融合領域を開拓することを目的として研究を進める。高分子化学、

分析化学、生化学、分子生物学などの学術領域を基礎に、バイオ成分を融合した新物質・新材料の創製、

生体計測の新原理・新手法の開発、ならびに生命プロセスの人工的制御に関する研究を行い、生体材料工

学、医用工学、生命科学、環境科学、マイクロ・ナノサイエンス、その他の分野への応用を目指す。その

一例としてDNA 機能材料に関する研究があり、独自に開発したDNA・合成高分子複合体を、DNA バイオセ

ンサー，アフィニティー電気泳動、SNPs 応答性ナノ粒子、刺激応答性アンチセンス試薬、人工的遺伝子

機能制御などへ展開することにより、DNA 工学という新しい境界領域を開拓しつつある。 

 
１．バイオ材料の科学 
(1) DNAコンジュゲート高分子の合成と応用（前田，宝田，金山＊1） 
熱応答性高分子であるポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（PNIPAAm）の側鎖に一本鎖 DNA を共有結合させた PNIPAAm-DNA

グラフト共重合体は，その熱相転移によって，PNIPAAm の疎水核に一本鎖 DNA を密生させた高分子ミセルを形成する。相補鎖
を加えて表面上で二重鎖を形成させると，高分子ミセルは自発的に凝集して系は直ちに白濁することを見いだしている。この
特異現象のメカニズム解明には，粒径が均一な高分子ミセルを使用することが望ましい。そこで昨年度より，化学構造と分子
量が明確に規定された PNIPAAm-DNA ブロック共重合体を分子設計し，新たな高分子ミセルを構築することを試みている。本年
度は，可逆的付加開裂連鎖移動重合法により，分子量分布が狭く，かつ片末端にチオール基が導入された PNIPAAm を合成する
ことに成功した。さらに，その末端チオール基とDNA末端に導入したマレイミド基のマイケル付加反応を利用することにより，
PNIPAAm-DNA ブロック共重合体を高い収率で調製できる方法を確立した。 
(2) DNA-金ナノ粒子の凝集構造解析（前田，宝田，金山＊1，山越＊2） 
表面に一本鎖 DNA を固定化した金コロイドも同様に，その分散液に相補鎖を添加して二重鎖を形成させると，自発的に凝集

して系は直ちに赤色から赤紫色へ変化する。昨年度にひきつづき，二重鎖 DNA を担持した金コロイドの凝集構造を X線小角散
乱法（SAXS）を用いて解析した。NaCl または MgCl2存在下で自発的に凝集した DNA 担持金コロイドを構造解析したところ，平
均面間距離が表面に担持した二重鎖 DNA の鎖長（B 型と仮定した計算値）の２倍に良好に一致した。一方，一本鎖 DNA を固定
化した金コロイドを高濃度の MgCl2存在下で凝集させた場合は，面間距離は鎖長によらずに小さな値（2 nm）であった。表層
の DNA が二重鎖を形成した場合のみ，金ナノ粒子は DNA 層とバルクの界面で互いに接して凝集体を形成することが強く示唆さ
れた。 
(3) 生体由来材料のナノバイオロジー（前田，平石，藤田、桝田*2） 
環境保護の観点から、生態系の循環サイクルに還元できる次世代の高分子材料として生分解性高分子が注目されている。生

分解性高分子の研究課題として(1)効率的生産法の確立(2)寿命コントロール技術の確立(3)高性能・高機能材料化が挙げられ
る。これまでに、寿命コントロール技術の確立を目指した研究として、変異酵素を作製し、高分子分解反応における酵素ドメ
インの役割を調べてきた。分解反応は、酵素分子とポリマーとの固液界面におけるナノレベルの反応であるため、一分子レベ
ルにおいてその機構を解明することが重要である。しかしながら、従来の解析法ではマクロな情報しか得られず、酵素-高分
子表面間の相互作用を直接調べることは出来なかった。そこで本研究では、進化分子工学的手法と原子間力顕微鏡(AFM)・表
面プラズモン共鳴法を利用したナノレベルにおける酵素-高分子表面間の相互作用解明を目指す。 
本年度は、ポリヒドロキシブタン酸(PHB)材料表面とそれを分解する酵素分子間の相互作用機構に関して重点的に研究を行っ

た。まず、分解酵素の固体吸着部位遺伝子をターゲットとしてerror-prone PCRにより突然変異導入を行った。次いで、得ら
れた遺伝子断片から変異酵素ライブラリーを作製し、その分解挙動と変異導入との関連を調べた。その結果、タンパク質－PHB
表面間の相互作用には、タンパク質中のAla、Tyr、LeuおよびValなどの疎水性アミノ酸残基、あるいはSerなどの親水性アミ
ノ酸残基が関与していることが示唆された。さらに、吸着反応におけるこれらのアミノ酸残基の役割および貢献度を明らかに
するために、変異酵素修飾AFMチップによるピコニュートン測定系の構築を行った。 

 
２．マイクロ/ナノ分析化学 
(1) アフィニティーキャピラリー電気泳動による遺伝子一塩基変異の検出（前田，宝田，小川＊3，金山＊1，クンドゥ＊1，柴田＊

2，木村＊2） 
DNA 複合高分子をアフィニティーリガンドに用いたキャピラリー電気泳動法により，遺伝子の一塩基変異を簡便に検出する

分析方法を開発している。アフィニティーリガンドが標的とする正常型サンプルDNAが一塩基変異型よりも遅れて電気泳動し，
明瞭に異なる２本のピークが観測されるというものである。本年度は，以下の３点について研究展開を行った。第１に，可逆
的付加開裂連鎖移動重合法を用いて種々の分子量のポリアクリルアミド（PAAm）と DNA のブロック共重合体を合成した。これ
を分離基材に用いた場合は，PAAm の分子量が増加するほど標的とする一本鎖 DNA の電気泳動移動度が遅くなることが明らかに
なった。第２に，ポリエチレングリコール（PEG）と DNA のブロック共重合体を分離基材に用いて，正常型および一塩基変異
型遺伝子の PCR 産物を分離することに成功した。用いた塩基配列はムギうどんこ病菌のチトクロームｂ由来のものであり，コ
ドン 143 の一塩基変異（GGT から GCT）によってストロビルリン系薬剤耐性が獲得されることが知られている。第３に，二重
鎖 DNA を標的とする新しい分離基材としてペプチド核酸（PNA）と PEG のブロック共重合体を分子設計し，その合成法および



精製法を検討した。 
(2) アフィニティー電気泳動用マイクロチップの開発（前田，細川，韓＊1，井上＊2） 
マイクロチップを用いたアフィニティー電気泳動法を研究している．本年度は流路の高密度集積化を目指し，Ｉ字型流路を

用いた電気泳動を試みた．この流路設計は理研の独自技術「溶液自動充填法」により初めて可能となったものであり，従来の
十字型またはＴ字型流路に比べ，集積化が格段に容易になった．この実験ではチップ面積 2 cm x 3 cm の上に 12 本の独立Ｉ
字型流路と 2 本の電極を集積化した．このチップを用いて，DNA の一塩基変異検出を 12 サンプル同時並行で行うことに成功し
た． 
(3) ナノ粒子を利用した遺伝子診断マイクロチップの開発（前田，細川，佐藤＊3） 
完全相補の二本鎖 DNA を担持した金ナノ粒子は、金平板上に固定化された二本鎖 DNA の自由末端が相補的な場合にのみ吸着

することを見いだしている。本年は、吸着反応の応用として、一種類の粒子を用いて平板上にある二種類の異なる DNA の自由
末端の相補性を検出することを試みた。二種類の DNA が固定化されたマイクロアレイチップを作製し、吸着反応を表面プラズ
モン共鳴法により調べた。その結果、平板上にある完全相補の二本鎖 DNA が提示されている箇所のみを粒子でラベル化するこ
とに成功した。 
(4) 免疫学的測定用マイクロチップの開発（前田，細川，小俣＊2） 
免疫学的測定法は、抗体の特異的結合を利用した化学分析法である。本研究では、独自の自律駆動マイクロチップを用いる

ことにより、簡便で迅速な免疫学的測定法を目指す。自律駆動マイクロチップは外部動力・外部接続を必要としないので、取
り扱いが非常に簡便である。本年度はこのマイクロチップに適した信号増幅法を開発することにより、検出限界を 1000 倍以
上改善した。具体的にはヒト C反応性タンパク質を測定時間 30 分、試料体積 1 μL で測定し、検出限界 0.2 pM を実現した。 
(5) 微細DNAパターンの複写・縮小技術（前田，細川，鈴木＊3） 
高分子フィルムの伸縮を利用してマイクロメートルレベルの DNA パターンを、ナノメートルレベルの DNA パターンに変換す

る縮小転写技術を開発している。本年度は、高分子フィルムの表面処理や大気中の湿度など諸条件を最適化することで、転写
効率が大幅に改善されることを解明した。更にこの知見に基づいて数ミクロン程度のパターンをサブミクロンレベル（0.5 μm
程度）まで縮小することに成功した。また本年度から、さらに微細な DNA パターンを作成するための技術として、DNA ナノ構
造体を利用した方法の開発にも着手した。 

 
３．生命科学計測のための材料・デバイス開発 
(1) 光応答性培養表面の開発（前田，宝田，中西＊4，菊池＊2） 
光分解性保護基を有するアルキルシロキサン単分子膜でカバーガラス表面を化学修飾すると，標準的な蛍光顕微鏡に装備さ

れている励起光源からの照射光によって，任意の形状とサイズの細胞接着領域を非侵襲的に形成することができる。本年度は，
光照射による脱保護によって NH2基を露出する光応答性培養基板を用いて，COS7 細胞，HEK293 細胞，NIH3T3 細胞の一細胞ア
レイを作製することに成功した。また，この方法では細胞接着領域を逐次形成することができるため，異なる種類の細胞を同
一基板上にアレイ化することが可能である。蛍光顕微鏡の視野絞りにフォトマスクを挿入して光照射し，各細胞のサイズに適
した接着領域を形成することによって，上記の３種類の細胞を望みの位置に１つずつ並べることに成功した。 
(2) 半導体を利用した細胞と生体分子の計測法の開発（前田，尾笹） 
特定の分子を定量的に分析するのではなく、小規模の細胞グループが出力する反応や生体分子を連続して計測することによ

って、「細胞が受ける影響からみた」対象分子を検出する方法（定質分析、細胞活性度測定）が今後重要性を増してくる。こ
の研究では、生体分子に敏感な表面を有する半導体センサーを開発し、その上で細胞を培養することで細胞の応答を捉えるこ
とを目指して「半導体表面のバイオ適応インターフェイス技術」を研究している。今年度はゾルゲル法による TiO2薄膜をゲー
ト膜とした 2DEG-FET（２次元電子ガス電界効果トランジスタ）の pH および H2O2応答性を中心に特性を調べた。pH に対しては
71mV/pH の感度が得られ、H2O2に対しては 410mV/mM の感度が得られた。この H2O2に対する感度は市販の ISFET での実測と比べ
て 100 倍以上大きく、TiO2薄膜の表面の凹凸が特異な作用を持っていることを示唆していると考えられる。さらにゲートエリ
ア上で細胞を培養して細胞の様子を間歇的に顕微鏡で自動観察しつつ、安定した連続計測を行うことに成功した。 
(3) タンパク質の高次構造形成のナノサイエンス（前田，座古，伊原＊3，迫野＊4，寺田＊1，萬羽＊2，村瀬＊2，永田＊2） 
本研究では，タンパク質の高次構造形成や、それに関わる機能性タンパク質の作用機構を明らかにするとともに、これらタ

ンパク質の新機能探索・創製を目指している。我々は，タンパク質の高次構造形成に関わる分子シャペロンの1 種であるプレ
フォルディンに注目している。本年度は，生体内でプレフォルディンと協調して働くとされているシャペロニンタンパク質と
の相互作用解析を蛍光異方性測定により行った。その結果シャペロニンのヌクレオチド依存的に変化する構造状態によりプレ
フォルディンとのアフィニティが異なることを明らかにし、協調機構の一端を明らかにした。 
さらに我々は、タンパク質の繊維形成に着目している。タンパク質はミスフォールディングの結果繊維形成する場合があり、

疾患の原因となっている。我々はこれまでにアルツハイマー病の原因タンパク質とされているアミロイドβの繊維形成に上記
のプレフォルディンが関与していることを発見した。プレフォルディンとアミロイドβの相互作用解析などにより関与メカニ
ズムの解明を進めている。 
その他に我々はホルモンペプチドであるインスリンの繊維形成に着目している。これまでに我々はインスリンが還元剤存在

下で柔軟で細い糸様繊維を形成することを見出したが、本年度は FTIR 法などにより、新規に得られた繊維がこれまでに知ら
れていた剛直な繊維と異なる 2次構造組成であることを明らかにした。 
(4) 機能性核酸を用いたバイオセンサーの開発（前田，小川＊3） 
従来の機能性核酸（アプタマー・アプタザイム）を用いたバイオセンサーは、核酸を蛍光分子や同位体でラベルするか、検

出に特別な機器を用いることが必要であった。この問題を回避するため、我々はアプタザイム及びアンチ RBS（リボソーム結
合サイト）配列をレポーター遺伝子上流に組み込み、標的分子存在下でのみレポータータンパク質が発現する系（リボスイッ
チ）を人工的に構築した。この系では、標的分子と機能性核酸との結合シグナルをレポータータンパク質の発現シグナルに変
換することができるため、検出に各種ラベル・機器を必要としない。実際に、合理的に最適化したリボスイッチをβガラクト
シダーゼ遺伝子の上流に組み込んだところ、非常に高い ON/OFF 効率で、標的分子を可視センシングすることに成功した。 

                                         
*1協力研究員 *2研修生 *3基礎科学特別研究員 ＊4 訪問研究員 



This laboratory is working on a new frontier of research that fuses biological science and engineering. Incorporating 
polymer chemistry, analytical chemistry, biochemistry, and molecular biology, we study new materials comprised of 
biological components and develop novel methodologies for bioanalysis, medical diagnosis, and artificial systems that 
regulate biological processes. Our work has been applied to research and developments in biomaterials science, medical 
engineering, life sciences, environmental science and micro/nanoscience. As an example, we newly prepared DNA-vinyl 
polymer conjugates that were used in a DNA biosensor, affinity electrophoresis, a SNPs-responsive diagnostic 
nanoparticle, a stimuli-responsive antisense drug, and an artificial gene regulation system. Our work might be more 
accurately called : DNA engineering. 
 
1. Biomaterials science 

(1) Synthesis of DNA-linked polymeric micelle and its applications 
Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) grafted with single-stranded DNA (ssDNA) forms a polymeric micelle with a 
dehydrated PNIPAAm core surrounded by ssDNA shell, when its aqueous solution is heated above the lower critical 
solution temperature.  Interestingly, the micelle drastically decreases its colloidal stability when the complementary 
DNA is added into the dispersion of micelle to form full-matched double-stranded DNA (dsDNA) on the surface.  To 
elucidate the mechanism of destabilization, the polymeric micelles with narrow size distribution will be advantageous.  
For this purpose, we have designed the block copolymers of PNIPAAm and ssDNA (PNIPAAm-b-DNA copolymers) with 
narrow molecular weight distribution to construct the novel polymeric micelles.  In this fiscal year, we synthesized 
PNIPAAm with terminal SH group using reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization.  The following 
coupling reaction between the SH group and 5'-maleimide-terminated ssDNA successfully gave PNIPAAm-b-DNA 
copolymers with high yields. 

(2) Structural characterization of DNA-linked gold nanoparticle aggregates 
An ssDNA-linked gold nanoparticle also decreases its colloidal stability when the complementary DNA is added into the 
dispersion of nanoparticle to form dsDNA.  In this fiscal year, we examined the structural properties of dsDNA-linked 
gold nanoparticles using small-angle X-ray scattering (SAXS).  The interparticle distance in non-cross-linked aggregates 
with NaCl or MgCl2 was found to be approximately twice value of length of dsDNA, postulated as B-form, on the gold 
surface.  In contrast, the interparticle distance in aggregates of ssDNA-linked ones under relatively high MgCl2 
concentration was determined as 2 nm, not depending on the length of ssDNA.  These results strongly suggest that the 
DNA-linked gold nanoparticles undergo aggregation in contact with the outer surface of DNA shell, which is 
corresponding to the interface between the DNA shell and the disperse medium, only when the duplex formation occurs on 
the surface of nanoparticles. 

(3) Nanobiology of bio-based materials 
Poly[(R)-3-hydroxybutyrate] (PHB) and its copolymers are produced by a wide variety of bacteria and accumulated as 
intracellular inclusions.  A remarkable characteristic of PHB is its biodegradability in the natural environment.  
Therefore, PHB can be used as environmentally friendly materials in place of conventional petrochemical-based plastics.  
PHB is enzymatically degraded by extracellular PHB depolymerases secreted from various microorganisms in the 
environments. Genetic analyses of the depolymerases have shown that these enzymes consist of a catalytic domain at the 
N-terminus, a substrate-binding domain (SBD) at the C-terminus and a linker region connecting the two domains.  PHB 
depolymerases adsorb to the PHB surface via its SBD to enhance the enzymatic degradation of PHB material.  There has 
not been an examination as to which amino acid residues in the SBD of PHB depolymerases participate in the enzymatic 
adsorption to PHB surface, and how these amino acids contribute to the enzymatic adsorption. 
In this study, we have investigated the interaction between PHB depolymerase and the PHB surface by a combination of 
PCR random mutagenesis targeted to only the SBD region and an in vivo screening system in order to identify the amino 
acid residues relating to the PHB adsorption.  Genetic analysis of the isolated mutants with lowered activity showed that 
Ser, Tyr, Val, Ala and Leu residues in the SBD were substituted by other residues at high frequency, suggesting that PHB 
depolymerase adsorbs on the surface of PHB not only via hydrogen bonds between hydroxyl groups of Ser in the enzyme 
and carbonyl groups in the PHB polymer, but also via hydrophobic interaction between hydrophobic residues in the 
enzyme and methyl groups in the PHB polymer. 
 
2. Micro/nanotechnology-based analytical systems 

(1) Single nucleotide mutation assay by weak-affinity capillary electrophoresis 
A facile method for detecting single base mutation has been developed base on capillary electrophoresis using a 
DNA-polymer conjugate as an affinity ligand.  The wild type of single-stranded DNA, which is complementary to the 
affinity ligand DNA, migrates more slowly than its single-base mutant type, resulting in the observation of two peaks 
clearly separated in the electropherogram.  In this fiscal year, we have conducted researches on the following three topics.  
First, we synthesized a series of polyacrylamide-b-DNA (PAAm-b-DNA) copolymers with narrow molecular weight 
distribution using reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization.  When the PAAm-b-DNA copolymer 
was exploited as the affinity ligand, the electrophoretic mobility of target ssDNA was found to decrease with increasing 
the molecular weight of PAAm segment of the copolymer.  Second, using a polyethylene glycol-b-DNA (PEG-b-DNA) 
copolymer as an affinity ligand, the mixture of PCR products of 70-base ssDNA and its single-base mutant, which was 
obtained from wheat powdery mildew pathogen, was electrophoretically separated within 12 min.  This sequence 
corresponds to the part of cytochrome b gene of wheat powdery mildew pathogen, and the single-base mutation at codon 
143 (GGT to GCT) is known to lead to the high resistance to agricultural chemicals such as strobilurin fungicides.  Third, 
we attempted to establish both of a synthetic route and a purification method for a PEG-b-peptide nucleic acid 
(PEG-b-PNA) copolymer, which we designed to use as a novel affinity ligand for double-stranded DNA. 

(2) Affinity microchip electrophoresis 



We have been developing a microchip for affinity capillary electrophoresis (ACE). We have integrated 12 independent 
microchannels and 2 electrodes onto a 2 cm x 3 cm area in a microchip. The straightforward integration was realized by 
our original, autonomous solution filling technique. We have succeeded in simultaneous ACE of 12 DNA samples for 
detection of a point mutation. 

(3) Nanoparticle-based genetic analysis on a microchip 
We recently discovered that DNA duplex-modified gold nanoparticles are adsorbed onto a duplex-modified flat surface 
without molecular cross-linking. Exploiting this phenomenon, we carried out preliminary experiments for detection of 
multiple DNA samples with single-base specificity in real time. We have succeeded in detecting 2 perfect duplexes out of 4 
spots on a microchip. 

(4) Microchip for rapid immunoassay 
We have been developing immunoassay methods on our original microchip which does not need pumps or tubes. We 
devised a signal amplification method suitable for our microchip. As a result, the limit of detection (LOD) has been 
improved by 3 orders of magnitude. Specifically, we assayed human C-reactive protein with analysis time of 30 min and a 
sample volume of 1 µL, and achieved an LOD of 0.2 pM. 

(5) Copy and size-reduction of DNA micropatterns 
We have been developing a nanofabrication technology of DNA patterns on a solid surface with repetitive pattern transfer 
and size reduction. We have optimized pattern transfer conditions such as surface pretreatment and humidity, and have 
greatly improved the transfer efficiency. As a result, submicrometer DNA patterns were successfully fabricated with this 
technology. 
 
3. Bio-sensing Materials and Devices 

(1) Development of photoresponsive substrate for cell culturing 
We have developed a caged cell-culturing substrate composed of a glass coverslip immobilized with an alkylsiloxane 
monolayer having a photocleavable protecting group.  This functional substrate enables us to form cell-adhesive regions 
in a non-invasive manner by UV illumination under a conventional fluorescence microscope.  In this fiscal year, we 
demonstrated a facile preparation of homotypic single-cell arrays of COS7, HEK293 or NIH3T3 cells on the caged 
cell-culturing substrate developing NH2 groups upon UV illumination.  Since this photoactivation process was repeatable, 
the substrate allowed us to selective placement of heterotypic cells on the identical substrate.  Customizing spot size for 
accommodating single cells of each type by inserting corresponding photomasks at the field diaphragm of a fluorescence 
microscope, we accomplished arraying above-mentioned three types of single cells at any desired arrangements. 

(2) Development of bio-nano sensors based on 2DEG-FET structure for cell activity measurements 
We are aiming at cell-viability sensors, through which we can estimate the environmental factors affected to the cell 
viability, by detecting the bio-informative molecules including proteins and ions. In this year, we performed sensitivity 
measurements for pH or H2O2 by using TiO2/2DEG-FETs (two dimensional electron gas field effect transistors) we have 
developed. Compared to the conventional ISFETs, 100 times higher sensitivity for H2O2 was obtained for 
TiO2/2DEG-FETs, suggesting that the surface roughness with nanoscale may be the important factor for the higher 
sensitivities. Long-term stable operation of TiO2/2DEG-FETs has been demonstrated, in which the group of cells was 
cultured directly on the gate surfaces. 

(3) Chemistry and engineering of protein folding 
To become functionally active, newly synthesized amino acids chains must fold to unique three -dimensional structures. 
Recent evidences have shown that many newly synthesized proteins require molecular chaperone proteins to reach their 
native state efficiently. In order to solve the molecular mechanism of chaperone-assisted protein folding, we have studied 
the mechanism of prefoldin. Prefoldin is a molecular chaperone that captures a protein-folding intermediate and transfers 
it to a group II chaperonin for correct folding. We have examined affinities of prefoldin and chaperonin in the presence of 
various nucleotide analogs using fluorescent anisotropy. Our results indicate that prefoldin binds more tightly to 
chaperonin in the nucleotide-free state or in the presence of ADP than in the presence of AMP-PNP which can mimic ATP 
binding state. This agrees well with the substrate protein transfer model suggesting the prefoldin binds to the open-state 
chaperonin.  
A number of proteins and peptides have been found to aggregate into fibrils that cause various diseases. Amyloid 
β−peptide (Aβ) forms typical fibrils and is known to cause Alzheimer’s disease (AD). However, the pathological mechanism 
is still unknown. We have found that molecular chaperone prefoldin induces a formation of highly toxic soluble Aβ 
oligomer in vitro. Now we are investigating its molecular mechanism. 
Insulin is a small protein hormone and known to form amyloid fibrils under destabilizing conditions. We have found that 
insulin forms thin and flexible filaments in a presence of a reducing agent, Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride 
(TCEP). Now we are investigating its structural and biochemical characteristics. 

(4) Development of biosensors using functional nucleic acids 
We constructed a label-free and detector-free aptazyme-based riboswitch sensor for detecting the cofactor of the aptazyme. 
This riboswitch, which usually suppresses the gene expression with its anti-RBS sequence bound to the RBS of its own 
mRNA (OFF), activates the translation only when a cofactor is added to release the anti-RBS sequence from itself as a 
result of cofactor-induced self-cleavage by the aptazyme (ON). The rationally optimized one with β-galactosidase as a 
reporter gene enabled us to detect the cofactor of the aptazyme visibly with high ON/OFF efficiency. 
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